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●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

安全に関する注意 ご使用の際は必ず取扱い説明書をお読みの上、正しくお使いください。正しい電源／電圧でご使用ください。故障などの恐れがあります。

●IBMはIBM Corp.の商標です。
　その他、本カタログに記載されている会社名および製品名は各社の商標および登録商標です。

●このカタログに記載してある価格および仕様は、2007年11月現在のもので、事前の予告なしに変更することがあります。

●製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。

●当社規定の消耗品以外の消耗品に起因する障害については、保証できない場合があります。

１年間無償保証 詳細は販売店または弊社までお問い合せください。

当社は品質マネジメントシステムISO9001及び
環境マネジメントシステムISO14001の認定を取得しています。

基幹業務に、Windows環境に最適なA3高速レーザー・プリンタ

Standard Model：Z7035/Z7028

Pages Model：Z7035P/Z7028P

JBCC拡張制御コマンドサポートモデル

※ 保守パックは、本体購入時と同時にご契約いただく場合のみ / 保守パックは保証期間を含みます。※ 推奨品 USBケーブル：IBM製（99P3306）

製品名 型 番 備　考

増設500枚給紙ユニット

増設250枚給紙ユニット

両面印刷ユニット

拡張HDD

SDRAMモジュール128MB

SDRAMモジュール256MB

09001

09002

09003

09004

09005

09006

価 格 製品名 型 番 備　考価 格

50,000円

30,000円

25,000円

50,000円

40,000円

70,000円

 トナーカートリッジ 09010 60,000円

■ 年額保守料金（税別価格）

1年間オンサイト無償

1年間オンサイト無償

22,000円

30,000円

43,120円

58,800円

62,700円

85,500円

79,200円

108,000円

型　番 保証期間 保守契約（年額） 5年パック（60ヶ月）3年パック（36ヶ月）4年パック（48ヶ月）

Z7028x

Z7035x

自動両面印刷が可能

フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷
などの応用的な機能を利用可能

128MB増設メモリーモジュール

256MB増設メモリーモジュール

EPカートリッジ1本でA4用紙5%の黒比率で約15,000ページの印刷が可能プリンター本体に取り付けて給紙カセットを増設。最大2段まで
増設可能、A3、A4、B4、B5、DLT、LG、LT、不定形（縦：182mm
～432mm X 横：182mm～297mm）の用紙サイズに対応

プリンター本体に取り付けて給紙カセットを増設。最大2段まで
増設可能、A3、A4、B4、B5、DLT、LG、LT、不定形（縦：182mm
～432mm X 横：182mm～297mm）の用紙サイズに対応

■ オプション（税別価格） ■ 消耗品（税別価格）

製品名 型 番 備　考価 格

Z7028 メンテナンスキット

Z7035 メンテナンスキット

09014

09013

27,000円

27,000円

90,000ページ目安で交換

90,000ページ目安で交換

■ メンテナンスユニット（税別価格）

■ 製品の仕様
型　番 Z7028

28枚/分（A4横送り）

26ページ/分（両面印刷時、A4横送り）

6.5秒以下 ※1（A4横送り：本体給紙トレイ1から給紙した場合）

データ処理解像度:1,200dpi ※2　プリント解像度：1,200dpi×1,200dpi/2,400dpi相当×600dpi

52～216g/m2

A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、

郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、封筒、不定形サイズ（幅64～305mm、長さ148～1,260mm ※3）

100枚（64g/m2の用紙の場合）

60～216g/m2

A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ（幅182～297mm、長さ182～432mm）

60～105g/m2

A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ（幅182～297mm、長さ182～432mm）

500枚または250枚（64g/m2の用紙の場合）

500枚（増設トレイ）または250枚（増設トレイ）

250枚

オプション

標準：192MB、最大384MB

オプション（40GB）

双方向パラレル（IEEE1284準拠 ハーフピッチ規格）、USB2.0 ※8、イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T自動切換）

明朝体L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、平成明朝、平成ゴシック、Courier 4書体、Arial 4書体、TimesNewRoman 4書体、Wingdings、Century

Courier10、PrestigeElite、LetterGothic15、BoldFacePS

温度10～32℃　湿度15～80%（結露なきこと）

消耗品:EPカートリッジ（約3,000枚印刷可能 ※9）、CD-ROM（Windows 2000/XP/Server 2003/Vista ドライバー、ユーティリティー、マニュアル）、

TrueTypeフォント（日本語20書体）、保証書、かんたんセットアップ（設置手順書）

100V 50/60Hzアース付3ピン・プラグ

最大：880W以下（フルオプション時）/870W以下（本体のみ）

4.5W以下　フルオプション時：9.5W以下

35枚/分（A4横送り）

32ページ/分（両面印刷時、A4横送り）

250枚（64g/m2の用紙の場合） 250枚+150枚（64g/m2の用紙の場合）

250枚（給紙トレイ1）、100枚（手差しトレイ1） ※4 250枚（給紙トレイ1）、150枚（給紙トレイ2）、100枚（手差しトレイ1） ※4

1,350（500枚給紙カセット2個接続時） 1,500（500枚給紙カセット2個接続時）

平均3,000ページ（A4） 平均4,000ページ（A4）

電源投入時：34秒以下、省エネモード時：10秒以下

478（W）×437（D）×334（H）mm ※標準トレイB4以上使用時、（D）575mm

約20.2kg（本体のみ、トナーカートリッジ含）

稼動時:53dB（A）以下、待機時:30dB（A）以下

電源投入時：34秒以下、省エネモード時：12秒以下

478（W）×445（D）×396（H）mm ※標準トレイB4以上使用時、（D）575mm

約23.9kg（本体のみ、トナーカートリッジ含）

稼動時:55dB（A）以下、待機時:30dB（A）以下

本体標準価格（税別）

印刷速度（最大）

両面印刷速度

ファースト・プリント時間

解像度

用紙仕様

給紙量

最大給紙量

排紙量 ※6

両面印刷

月間想定印刷量

電 源

消費電力

ウォームアップ・タイム ※7

本体寸法

質 量

ノイズ・レベル

メモリー

HDD

インターフェース

ページ配述言語

エミュレーション

搭載フォント

バーコード

温度/湿度

本体同梱品

89,800円

Z7028P

144,800円

Z7035

128,000円

Z7035P

183,000円

Z7035J

193,000円

RPCS RPCS RPCS RPCS RPCS

— PAGES、ESC/P、IBM5577 — PAGES、ESC/P、IBM5577 PAGES、ESC/P、IBM5577、//コマンド

—

平成明朝W3、平成ゴシックW5、

IBM拡張、特殊文字

SBCSビットマップフォント

（欧文・OCR）11書体

CODE39、JAN、インダストリアル 2of5、

インターリーブト 2of5、NW-7、CODE128、

カスタマバーコード、QRコード

—

— —

平成明朝W3、平成ゴシックW5、

IBM拡張、特殊文字

SBCSビットマップフォント（欧文・OCR）11書体

CODE39、JAN、インダストリアル 2of5、

インターリーブト 2of5、NW-7、CODE128、

カスタマバーコード、QRコード

手差しトレイ

本体給紙ユニット

増設給紙ユニット ※5

（オプション）

用紙重量

用紙サイズ

給紙容量 ※3

用紙重量

用紙サイズ

給紙容量

用紙重量

用紙サイズ

給紙容量

標準

オプション

標 準

省エネモード時

標 準

アウトライン

ビットマップ

その他

※1 データ処理開始から1枚目の排紙完了までの時間（A4送り）　※2 RPCS使用時　※3 長尺紙の画像印刷保証範囲は長さ432mmまでです。　※4 A4サイズまで（長さがA4縦を超える場合は10枚）
※5 最大2段まで増設可能　※6 フェイス・ダウンのみ　※7 プリンタの使用環境によっては表記より時間がかかる場合があります。　※8 USBインターフェースは対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※9 A4サイズで「ISO/IEC19752」に準拠し、印字濃度が5%の場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ、種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などによって異なります。



大量の出力を高速に、かつ低コストで 実現
したい。

■ 使用量が多いので、低ランニン
グコストを追求したい

■ オフィスで使える静かでコンパ
クトなプリンがほしい

■ 時代の要望に応えられる環境に
配慮したプリンタが望ましい

Z7035 Z7035   250/500枚給紙ユニット増設時Z7028

PowerLaser Series ラインナップ

Z7035P
Z7035J

Z7035

Z7028

Z7028P価
　
格

パフォーマンス：枚数

EPSON ESC/P、IBM5577対応
信頼と実績を培ってきた PowerLaserシリーズ同様に、ESC/P、IBM5577エ

ミュレーションにも対応しており、お客様が印刷環境から容易に移行できます。

用紙厚

標準トレイ

増設トレイ

手差し

60～216g/m
2

60～105g/m
2

52～216g/m
2

不定形サイズ

幅：90～297mm

幅：182～297mm

幅：64～305mm

長さ：148～432mm

長さ：148～432mm ※1

長さ：148～1260mm ※2

豊富なエミュレーション

ペーパーハンドリング

セキュリティ機能

様々なシステム環境へ対応

環境配慮PAGES対応
ホスト印刷で実績のあるページ記述言語PAGESに対応したモデルは、信頼

と実績を培ってきた PowerLaserシリーズの印刷環境からの移行が容易で、

お客様のこれまでの投資を無駄にすることなくご活用いただけます。また、

PAGESを使用の場合、１次元バーコードに加え、その数百倍の情報を持た

せることが可能な２次元バーコードの印刷にも対応しています。

広範囲に対応するエミュレーション機能を標準搭載
PowerLaser Z7035P/Z7028Pは、APTiが長年培ってきたIBMホストとの接

続親和性をサポートします。PCアプリケーションのみならず、IBM3270/5250

等のホスト印刷もカバーするPAGESエミュレーションを標準搭載。また、

Power2Netと接続することにより、IBM ｚSeriesやｉSeriesとのネットワーク直

接印刷を実現できます。

※PowerLaser Z SeriesでPower 2 Netをご利用になりたい場合は、別途ご相談ください。

大量給紙
本体250枚給紙ユニット+本体150枚給紙ユニット+100枚手差しトレイ+増設

500枚給紙ユニット（オプション）2段の構成で、最大5種類のトレイ/給紙ユニッ

トから最大1,500枚の大量印刷が可能。 ※Z7035の場合

Z7028の場合は、本体250枚給紙ユニット+100枚手差しトレイ+増設500枚

給紙ユニット（オプション）2段の構成で、最大4種類のトレイ/給紙ユニットから

最大1,350枚の大量印刷が可能。

2種類の増設給紙ユニット
用途に応じて、増設500枚給紙ユニットおよび増設250枚給紙ユニットから最

大2段の選択が可能。

用紙厚および不定形サイズに幅広く対応
標準給紙カセットおよび手差しトレイについて対応できる用紙厚および不定

形サイズの幅を広げ、様々な用紙をサポート可能になりました。

不正コピー抑止地紋印刷機能
大切な情報の印刷出力の際、ドライバーの設定で「不正コピー抑止機能」を

指定して印刷することにより、その印刷された原本をコピーしようとした場合に

「コピー不可」等の抑制文字を浮かび上がらせることができます。この機能を

機密情報漏洩の抑止機能として利用することができます。

パスワードによる機密印刷機能
機密情報の印刷時にパスワードを設定することにより、プリンターのハードディ

スク（オプション）に保存された印刷データが誤って他の人の目に触れるのを

防ぐことができます。

省エネルギーなどの環境対応
グリーン購入法に準拠、また国際エネルギースタープログラムに対応していま

す。省エネモード時の電力消費量はわずか4.5Wに抑えられています。一方、

省エネモードからの復帰時間は12秒と、業務の効率化に支障をきたさない設

計となっています。

トナーカートリッジ回収/リサイクル
トナーカートリッジはリサイクルを意識した設計になっています。トナーカートリッ

ジの回収を積極的に進めており、回収後のトナーカートリッジについては、部

品のリユース／リサイクルを行なっています。

環境影響化学物質の削減（RoHS指令に準拠）
RoHS指令（EU電気電子機器危険物質使用制限指令）により、鉛およびそ

の化合物、6価クロムおよびその化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀

およびその化合物、PBB、PBDEなどの規制物質の使用制限準拠をはじめ、

さまざまな環境影響化学物質を可能なかぎり排除。

Web Image Monitor
機器に搭載されるイーサネットインターフェース

は、HTTP対応のWebモニター機器をサポート。

Webブラウザから、機器のネットワーク設定や

状態監視が可能です。

Network Monitor for Client
日常の印刷業務で発生しがちな問題をウィザー

ド形式で解決する最新のユーティリティーです。

・印刷完了通知

・代行印刷

・並行印刷

Network Monitor for Admin
ネットワークプリンターを効率よく運用管理でき

る管理者向けのユーティリティーです。

・グループ単位で管理可能

・導入設置時の負担も軽減

・印刷枚数の把握や制限も可能

・遠隔地の機器の各種設定が可能

ネットワークおよびインターフェースへの対応
100BASE-TX/10 BASE-T 自動切替イーサネットを標準装備しています。そ

の他にUSB2.0およびパラレル・インターフェースIEEE1284にも標準で対応

しています。　※パラレル・インターフェースはハーフピッチ

396mm

478mm

334mm

478mm

95mm

130mm

410mm

165mm

115mm

PAGES Printer

Windows Printer


